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1. 緒言 

小学校の 6 年間は、成長の著しい時期である。
そこで、身長や体重など基本となる項目について

多くの発育学的研究がなされている。また、この

時期は「はだしの教育」など足部の発達について

も関心が払われている。「はだしの教育」とは主に

小学校・幼稚園・保育園で、体を鍛えるために児

童・幼児をなるべく裸足で生活させる活動である。

児童の中には土踏まずが低くなっている偏平足の

ような形になっている児童がいるが、これは発達

段階で未発達である可能性がある。一般に子ども

の足は処女歩行開始時に偏平足を呈し、縦アーチ

の形成は 3～5歳までに著しく、12歳頃まで継続す
ると考えられている(尾田、2000)。この足の発達に
おいて児童の体重、BMI など負荷によって発達過
程に変化は起こるのだろうか。成長することで、

体重だけでなく、身長や脂肪率、脂肪量や皮下脂

肪厚の増減、上腕囲、腰囲などの周径も加齢とと

もに発達していく。BMI 等だけではなく、身体組
成の細部と足圧痕との関連づけた小学校 6 年間の
研究はまだ少ないと言える。そこで本研究では、

小学校 6 年間の縦断データを基に、足圧痕形状が
どのように変化するのか、また身体組成などの発

達的変化と足圧痕の成長の間にはどのような関係

性があるのか等について検討することを目的とす

る。 
 

2. 研究方法 
2-1 研究対象 

2000年度入学の小学生 19名(男子 10名、女子 9名)、
2001年度入学の小学生 19名(男子 9名、女子 10名)
の計 38名の 1年生～6年生の縦断的測定データを
用いた。 
2-2  測定条件と項目 

測定を行った期間はどの年も 9 月に測定したもの
を採用する。 
●測定項目 

身長、体重、座高、上腕囲、手首囲、胸囲、腹囲、

殿囲、大腿囲、上腕後部、肩甲骨下、腰部、大腿

前部、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ、脂肪率、脂肪量、除脂肪量、体

水分量、足圧痕、足長、足幅、アーチ高、スパン

幅 

●足部測定 

測定方法、各指数の算出方法は、服部(2000)の方法
に従った。 
1) 足圧痕の求め方：被検者(児童)を椅子に座らせ、
右足を床面より浮上させる。被検者は、静かにア

クリルプレートに足底をのせた後、両足に均等荷

重した状態で起立し、再び椅子に座る。足底をア

クリルプレートから離して浮上させ、その間に吸

湿性の紙を、浮かせた足の下に置く。被検者は、

静かに用紙の上に足底をのせ、再び同様に起立し

た後に、椅座位に戻る。足底を紙面から静かに離

し、足圧痕が記録された測定用紙を回収した。 

2) アーチ指数の求め方：3 等分された足蹠部の中
央部の面積(AREA 2)の足蹠部全体の面積(AREA T)
に対する割合 
アーチ指数=AREA 2の面積/AREA T×100  
3) 足圧痕円形指数の求め方：形状指数の算出には、
まず足圧痕の中の足蹠部面積と周囲長を求める。

次に周囲長を円周とする円の面積を算出し、その

値と実際に求めた足蹠部の面積の百分率を求め形

状指数とする。 
円形指数＝足蹠部面積/足蹠部と同周囲長の円面積
×100 
足圧痕の面積や周囲長などは、パーソナルコンピ

ュータに接続した座標検出装置(Graphtec DT1000)
を用いて、足蹠部の輪郭の座標点を連続的にデー

タ入力したのち、演算処理し求めた。 
4) 足長、足幅、アーチ高の求め方：30cmくらいの
台の上に右足を乗せてもらい、触角器・アーチ高

計を用いて測定を行った。 
 

3. 結果と考察 
生体測定項目の多くは、低学年では男女差は小

さいが、高学年になると女子が男子より大きくな

る。低学年から高学年への移行期が分岐点である。

男子と女子の体つきに相違が出始める時期とも言

える。個人によって成長・発達の頻度は異なるが、

入学した時点では男子と女子に違いはみられない。

学年進行に伴って女子は比較的男子よりも早く成

長期をむかえるために、高学年になると、皮下脂

肪厚、脂肪率が増加し、身体全体に丸みが出始め

る。男女の相違は、足圧痕にもみられる。足圧痕

は、身体のように明瞭な変化があるわけではない

が、男女で足長、足幅はもちろんのこと円形指数

が異なる。図 1 より、円形指数は男女ともに最大
値が 1 年生であり、学年進行に伴って減少するケ
ースが多い。そして、女子は男子より低い値を示

していることから、男子の足圧痕がより丸みをお

びているといえる。 
図 1　　円形指数における男女の平均値の変化
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 1 年生の時期が足圧痕形成に大事な時期である
といわれている(Riddiford-Harland ら、2000)。その
時期の体重、BMI により足圧痕がどのように学年
進行とともに発達していくのか分析した結果、本

研究の 6 年間の縦断的分析では、円形指数が 1 年
生に比べ 6 年生になったときに増加しているケー
スが 9 例ある。低学年の体重、BMI で足圧痕の形
状が決まってしまうということはなかったが、中
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には学年進行により BMIが増加し、円形指数も増
加したケースがあった。このように BMIの増加に
より足圧痕形状が変化する可能性もあるが、その

ようなケースは本研究では稀なことであり、足圧

痕と体重の相関関係はみられず、アーチ発達に体

重が影響するということはなかった。 
 円形指数と足圧痕形状を個体別に観察したとこ

ろ、以下のような特徴的な事例がみられた。表 1
は円形指数における全体と事例の平均値を示した。 
Case 1(女子)は、入学当初から円形指数の値が低い
まま加齢している。Case 2(男子)は、Case 1とは対
照的に入学当初から円形指数の値が高いまま加齢

している。Case 3(男子)は、学年進行に伴って円形
指数が増加しているケースである。円形指数が 1
年生の 48.9から 6年生の 54.5には差が＋5.5あり，
その円形指数の増加に対して BMI も，1 年生 19.3
から 6年生 30.1と＋10.9となった。このケースに
おいては BMIの増加と円形指数の増加という 2つ
が関連性をもつ場合を示している。Case 4(女子)は、
学年進行に伴って土踏まず部の形成が明瞭になっ

ている。これは体重、BMI、とは関連付けることが
できなかった。BMI の減少に対して円形指数も減
少するのならば関係性を持つことになったが、BMI
は減少せず、1 年生と 6 年生を比べると＋3.8 増加
していた。 
本研究では、数少ない貴重なデータとして重さ

と足圧痕に関係性がみられるものもあったが、BMI、
脂肪率の高い児童が円形指数の高い値につながる

ことは少なかった。足圧痕形状の発達において、

幼少期の体重、過度の負荷によって偏平足に直接

的につながるとはいい難い結果になった。 
一方、足圧痕円形指数は足裏の全情報を活用し、

連続量として表現できるので足圧痕形態の指標と

しては有効ではあるが、なお、足圧痕が示す意味

は多様であって、それを発達指標として用いるの

には限界のあることが指摘されている。本研究に

おいて足圧痕における筋肉、骨の構造は明確では

ない。足圧痕における発達段階の上で小学生の足

圧痕(足蹠部 AREA 2)に筋肉が発達していることは 
考えにくいため、外見的な観察が可能になった。 
すなわち、中学生、高校生、大学生となっていく

と足圧痕の分析ではアーチ形状を必ずしも正確に

捉えることができないため足圧痕の評価において

は十分注意する必要がある。 
 

 

　表1　 円形指数における全体(n=38)と個体別の平均値

1年 2年 3年 4年 5年 6年

全体 46.9 43.9 41.8 44.7 44.4 45.5
Case 1 39.9 36.0 38.6 39.6 39.2 40.0
Case 2 60.3 65.2 57.4 61.5 60.8 59.3
Case 3 48.9 50.8 37.7 48.7 54.5
Case 4 60.0 60.4 49.8 60.8 44.1 47.8  
 

4．まとめ 

男女間で体形・体格で相違が現れるのは、低学年

から高学年の移行期であり、足圧痕においては、

女子に比べ男子の方が丸みをおびている形状にな

る。低学年の体重、BMI で足圧痕形状が決まって
しまうということはなかったが、稀なケースとし

て BMIが平均値より非常に高く、また 6年間で増
加し、円形指数も増加することがある。足圧痕形

状と体重、BMI といったような重さは、アーチ発
達に直接的な関係性あるとはいい難いだろう。 
今回、スパン幅の機能、役割などと円形指数の関

係性、スパン幅と身体組成について言及できてい

ないため、今後の課題である。 
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